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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１６年６月１日号 

人口 ２３,２９０ 人 男性 １１,１８９ 人

世帯 ９,７２８ 世帯 女性 １２,１０１ 人

発行／山口市大内地域交流センター（旧公民館） 

   山口市大内矢田北一丁目１０番１１号 

   ＴＥＬ・ＦＡＸ／０８３－９２７－０４７３ 

 地域を知ることにより、郷土愛を育てるとともに、班活

動をとおして生徒間の助け合い・友愛の精神を育てること

を主な目的とした「地域学習」として大内中学校が行うも

のです。 

 学校から最も遠いところで宮島町の厳島神社や象頭山ま

での 10数箇所の史跡を、新入生約250名が、大内まちづく

り協議会が発行した「大内史跡マップ」を手に歩いて探訪

します。 

 学校からは、「地域の皆さんにご迷惑をおかけします

が、趣旨をご理解の上ご協力お願いします」との言葉をい

ただいています。 

 昨年に引き続き、地域の皆さんのご協力により、史跡の

中にはこのときにしか見られない貴重な文化財の公開も用

意されていますので、交通安全に最大の注意を払われ、史

跡散歩にお出かけされてはいかがでしょうか。 

◆日時 平成28年6月3日（金）9:00～ 16:00 

   （雨天順延 6月 10日（金）） 

◆場所 大村益次郎医学記念碑、長野八幡

宮、二義少年の碑、桜木神社、妙見社、大内

氷上古墳、山根観音堂、乗福寺、御堀神社、

象頭山、厳島神社、志多里八幡宮などの大内

地区の史跡 

 5月 15日（日）、やまぐちリフレッシュパーク

（大内長野）で大内地区330歳ソフトボール大

会が開催されました。 

 今大会には 16チームが参加し、トーナメント

戦で優勝を争いました。 

 決勝戦では小野自治会が氷上自治会Ａに4対2

で勝利し、優勝しました。 

 参加された選手の皆さん、お世話いただいた

役員の皆さん、大変お疲れさまでした。  

見事優勝した小野自治会の皆さん 

写真は昨年の地域学習の様子 

 地区330歳ソフトボール大会結果  

   優 勝 小野 

   準優勝 氷上Ａ 

   第３位 中村、氷上Ｂ 
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 山口市では、絵本に関心を持ち始め

る時期の乳児とその保護者を対象に、

絵本を無料で贈呈し、絵本を通して親

子の絆を強めることができる「ブック

スタート体験会」を開催しています。 

 ぜひご参加ください。 

 ◆日時 平成28年6月9日（木） 10時～12時 

         6月10日（金） 10時～12時 

 ◆場所 大内地域交流センター 

 ◆対象 平成27年10月1日から平成27年12月31日の間に生ま 

     れた乳児とその保護者 

     ※受付は随時行います。 

     ・所要時間は15分程度です。 

     ・対象者にはハガキでご案内いたします。 

 ◆問合先 山口市立中央図書館（℡901-1040） 

氏名（敬称略） 担当地区 氏名（敬称略） 担当地区 

山本 佐登美 小京都ニュータウン、姫山台、問田 牧尾 由加里 氷上、金成団地 

浅井 早苗 上矢田、茅野神田、長野グリーンタウン 町田 みちよ 殿河内、大道、長野 

小林 和枝 高芝 長瀬 悦子 中矢田、新矢田 

小林 尚美 御堀、御堀団地、御堀ヶ丘、東御堀 松田 朱美 下千坊、姫山団地、宮島町 

井方 由美子 
小野、菅内、菅内団地、菅内台、 
雇用促進菅内宿舎、大内畑 吉野 久枝 宮ノ馬場、長野 

岡村 里美 下矢田、上千坊、千坊北 徳永 三津子 中村 

 ◆問合先 山口市健康増進課（℡921-2666） 

 山口市から委嘱を受け、保護者のみなさんと乳幼児の健康を守るために市保健師とのパイプ役として

活動しています。 

 妊娠中や赤ちゃん誕生後等に家庭訪問をしますので、妊娠や育児に関する心配ごとなど、お気軽にご

相談ください。各地区での育児学級の開催、母子相談や 1歳6ヶ月健康診査、3歳児健康診査の補助等も

行っています。 

 参議院議員通常選挙が7月に予定されています。この選挙は、参議院議員定数の半

数の議員を3年に1度選ぶものです。今回の選挙では、未来を担う存在となる 10代にも

政治に参画してもらいたいということで、選挙権年齢が 18歳以上に引き下げられまし

た。選挙当日に用務等のある方は、各総合支所、最寄りの地域交流センターや商業

施設等で行われる期日前投票をご利用いただくなど、ぜひ投票所に足を運んでくだ

さい。 

 詳しくは、後日配布される入場券でご確認ください。 
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 「やんちゃくらぶ」では、未就園児のお友達とその保護者を大内幼稚園にお誘いしています。幼稚園で、

同じ年齢のお友達や幼稚園のお友達と一緒に、いろいろな遊びを体験してみましょ

う。（6月14日から12月まで年7回予定） 

 対象：平成24年4月2日から平成26年4月1日に生まれた幼児（3歳児・2歳児） 

    とその保護者 

 随時、募集しておりますので、お問い合わせください。 

 なお、幼稚園に駐車場はありません。 

 ◆申込・問合先 大内幼稚園（℡927-2497） 

 がんの早期発見に向け、集団検診を実施します。早期のがんは自覚症状がないことが多いため、定期的な検診受診が必要で

す。40歳以上（子宮がん検診は20歳以上）で、職場等で検診を受ける機会のない方はぜひ受診しましょう。受診の際は必ず、が

ん検診等受診券をご持参ください。 

○大腸がん検診（要予約） 

◆負担金 300円 

◆予約先 山口市保健センター（℡921-2666） 

※事前に容器の受け取りが必要です。 

日にち 

（検体提出日） 
受付時間 場所 

8月23日（火） 14:40～15:30 
大内地域交流センター  

9月1日（木） 7:30～9:00 

○子宮がん検診（要予約） 

◆負担金 900円 

※70歳以上の方、「後期高齢者医療被保険者証」を提示

された65～69歳の方、70歳未満で市民税非課税世帯の方

（要事前申請）は自己負担金が500円です。 

◆予約先 山口市保健センター（℡921-2666） 

日にち 受付時間 場所 

9月30日（金） 14:40～15:10 大内地域交流センター  

○胃がん検診（要予約） 

◆負担金 900円 

※70歳以上の方、「後期高齢者医療被保険者証」を提示

された65～69歳の方、70歳未満で市民税非課税世帯の方

（要事前申請）は自己負担金が500円です。 

◆予約先 山口市保健センター（℡921-2666） 

※集団検診はバリウムによる検査です。胃カメラによる

検査は実施医療機関での受診となります。 

日にち 受付時間 場所 

9月1日（木） 7:30～9:00 大内地域交流センター  

○肺がん検診（予約不要） 

◆負担金 なし   ※検診車で大内地区を巡回します。 

日にち 時間 場所 

7月20日（水） 11:20～11:30 宮ノ馬場 山口交通（株）駐車場 

7月21日（木）  

9:00～9:30 下千坊  下千坊公民館前 

9:50～10:20 姫山台  姫山台集会所前 

10:40～11:00 問田   光巖寺前 

11:20～11:40 小京都  小京都集会所前 

13:30～14:00 上千坊  山口ガス機器駐車場 

14:20～14:35 小野   高橋雄一氏宅倉庫前 

14:50～15:20 菅内団地 のぶ美容室前 

15:30～15:45 菅内   仁平寺前 

8:50～9:20 宮島町  市上下水道局 

8月23日（火）  

9:30～10:00 御堀   みほり学園前 
     大福工務店瓦置き場 

10:10～10:40 氷上   氷上公民館前 

10:50～11:05 金成団地 かなり館前 

13:00～13:30 茅野神田 茅野神田公民館前 

13:40～14:00 上矢田  アンフィ山口店前 

14:10～14:35 長野   長野公民館前 

14:45～15:30 大内地域交流センター 

※喀痰検査（肺がん検診と同時に受診できます。） 

◆対 象 肺がん検診受診者のうち、50歳以上で喫煙指数（1日の喫

煙本数×喫煙年数）が600以上の方 

◆負担金 600円（70歳以上の方、「後期高齢者医療被保険者証」を

提示された65～69歳の方、70歳未満で市民税非課税世帯の方（要事前

申請）は自己負担金が500円です。 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    1・ 15・29日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

1日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 18日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

4日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

20日  

絵本のおはなし会 10:30～ 大内地域交流センター 

月  
5日 日 

地区バドミントン大会 
地区卓球大会 
地区フットベースボール大会 

8:30～ 
大内小学校 

大内南小学校 

地区男子バレーボール大会

抽選会 
19:00～ 大内地域交流センター 

6日 月 
地区女子前期 

バレーボール大会抽選会 
19:00～ 大内地域交流センター 22日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

8日 水 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 25日 土 子ども生け花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

11日 土 大内まちづくり協議会総会 14:00～ 大内地域交流センター 26日 日 地区男子バレーボール大会 8:30～ 大内小学校 

12日 日 
地区女子前期 

バレーボール大会 
8:30～ 大内小学校 27日 月 

地区ソフトボール大会 

抽選会 
19:00～ 大内地域交流センター 

15日 水 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター      

バラカ 桐野 夏生 

マイストーリー 林 真理子 

「ななつ星」1005番目の乗客 西村 京太郎 

見守られて生きる 矢作 直樹 

決めた未来しか実現しない 本田 健 

悲しみの底で猫が教えてくれた 

大切なこと 
瀧森 古都 

キッズペディア世界遺産 小学館 

ONE PIECE 81 尾田 栄一郎 

・ 1回につき、一人3冊まで借りることができます。 

・本を借りる時は、事務室の貸出ノートに記入して下さい。 

・返す時は事務室に持ってきて下さい。 

・初めて借りる人は、登録カードを作ります。 

※本は、みんなで利用するものです。大事にあつかってくだ 

 さい。もし破れたりしたら、返す時に声をかけて下さい。 

以下の日程で募集します。 

◆日 時 6月9日（木） 10 :00～ 1 1 : 30 

            13 :00～ 14 :30  

     6月 1 1日（土） 10 :00～ 1 1 : 30  

◆場 所 大内地域交流センター 

◆参加費 1 ,300円（当日会場で） 

◆定 員 10名程度 

◆申込先 ふしぎな花倶楽部 

      宮原（TEL 927-0849）  

■日 時 6月20日（月） 

     10：30～ 12：00 

■場 所 大内地域交流センター 和室 

■対 象 幼・保園児以下のお子様と親 

■内 容 ・絵本のおはなし会 

     ・工作をしよう ・手あそび 

     ・自由に絵本を読もう 

■申込み 不要 

■問合せ 大内地域交流センター 

     TEL 927-0473 


